
1　事業所概要

2　運営事業

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 三鷹市北野ハピネスセンター（外来機能訓練、特定相談、貸館業務

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 ケアホーム西東京（共同生活援助） 橋本　真一

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 児童発達支援事業みらい（児童発達支援）

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 療育型児童デイサービスさざんか第1（放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 療育型児童デイサービスさざんか第5（放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

三鷹エリア 事業所 施設長

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 三鷹市北野ハピネスセンター（生活介護）

朝山　智美

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 ジョブチャレンジひばり（放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

久保田　泰年

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 ほうや福祉作業所（就労継続支援B型・日中一時）

指定特定相談支援事業 地域活動支援センターブルーム

石塚　迪子指定障害児相談支援事業 地域活動支援センターブルーム

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 地域活動支援センターブルーム（地活Ⅰ型・相談）

岩瀬　万里子

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 西東京市生活介護事業所くろーばー（重症心身障害者通所事業）

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 くろーばーきっず（放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

指定特定相談支援事業 コスモス青年学級

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 Beステーション凛（就労継続支援B型） 加地　大輔

西東京エリア 事業所 施設長

国立エリア 事業所 施設長

指定障害者支援施設 わかばの家（生活介護・施設入所支援）

小濱　健太郎
指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 わかばの家（短期入所）

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 ケアホーム国立（共同生活援助）

指定特定相談支援事業 指定障害者相談支援事業所　国立

大田エリア 事業所 施設長

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 大田区立大田生活実習所（生活介護）

佐藤 ｸﾘｽﾄﾌｧｰ

田人

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 大田区立大田生活実習所（重症心身障害者通所事業）

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 西東京市生活介護事業所くろーばー（生活介護）

副田　拓人

平成　30　年度　事業報告書

社会福祉法人睦月会

法人名称

法人認可日 平成12年11月28日 事業開始年月日

事業の種類 社会福祉事業

所在地 〒186-0012　東京都国立市泉三丁目30番地の5

理事長 綿　祐二

社会福祉法人睦月会

法人本部 〒188-0011　東京都西東京市田無町4-22-12プランドールイトー103

連絡先 TEL：042-497-6925　/　FAX：042-497-6926

運営時間 平日　9：00～18：00

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 指定障害者相談支援事業所　大田

指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 三鷹市北野ハピネスセンター（重症心身障害者通所事業）
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【役員】 平成31年3月時点

備考

平成31年3月時点

3　事業スケジュール

【年度内の変更点や特記事項】

【年間・行事】

【研修】

退職者は除く

障害者雇用 3 3

児童発達支援管理責任者 4 4

職員 105 145 250

育児短時間

1

3

正職

評議員会、理事会

その他

合計 備考

H30年度退職 19

17

入退職・休職等

合計 126 148

備考

15

嘱託・非常勤

1休職

育休明（復帰） 3 3

産休・育休 2 1

2 2

8 8

8

274

職種 正職 嘱託・非常勤 合計 備考

　施設長 9 9

嘱託 非常勤 合計

理事長 1 1

【正規職員・非常勤職員】

監事 2 2

休職等 正職 嘱託 非常勤 合計

合計 4 0 13 17

サービス管理責任者

H30年度入社 16 33

10月 理事会、　H31新卒内定者研修

5月 監事監査、決算理事会、合同採用試験

6月 定時評議員会、理事会、夏季賞与

7月 法人研修1(虐待防止研修）、新任フォローアップ研修

8月

4月

34

12月 法人研修２、冬季賞与

1月

11月 法人研修２

評議員会

法人研修1(虐待防止研修）、理事会

9月

新年度開始　入社式（3月31日）

理事 4 2 6 2名途中変更

評議員

8

職種 正職

理事会、虐待防止委員会、役員新年会

職員採用について随時説明会を開催し、求職者に対応、採用面接を実施。

法人研修１

法人研修２

虐待防止研修（全職員対象）

7月～9月にかけて各事業所にて開催

大田、国立、西東京の3エリアで開催

人事考課規程についてなど

施設長会議（毎月）

3月

2月 H31新卒内定者研修、理事会
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【その他】

【理事会・評議員会】

監事 2 名

①平成29年度事業報告の件

監事 2 名 理事 6 名

監事 1 名 7 名

監事 1 名 理事 6 名

監事 1 名 8 名

平成30年6月3日

②財務報告(案）について

③定款変更について

日時：

第2回理事会

議案：

④第2回評議員会開催の承認について

監事監査報告

②平成29年度財務報告書（案）について

日時： 平成30年5月10日、11日

監事監査　

決算理事会

日時： 平成30年5月16日

出席者：

議案： ①平成29年度事業報告(案）について

報告：

出席者：

報告：

全ての議案について承認

議案：

虐待防止委員会
平成31年1月開催

地域公益活動
国立市、西東京市、大田区では法人連絡会に加入し、それぞれの市区町村で公益

活動に参加した。

結果：

代表理事、及び職務執行理事の職務執行の報告

結果： 全ての議案について承認

議案： ①わかばの家空調設備・照明設備更新工事入札方法、予定価格承認について

⑦Beステーション凛運営規程変更の承認について

全ての議案について承認

定時評議員会

③施設長人事の件

②わかばの家運営規程変更の承認について

結果： 全ての議案について承認

日時： 平成30年8月27日

出席者：

報告： 監事監査報告、平成29年度事業報告

報告：

①平成29年度事業報告について

出席者：

⑤評議員会への理事推薦の承認の件

結果：

②平成29年度収支決算書の件

③給与規定改定について

④定時評議員会招集

評議員

第2回評議員会

日時： 平成30年9月10日

出席者： 評議員

議案： ①理事の解任について

②理事の選任について

報告：

結果： 全ての議案について承認

⑤人事について

⑥定款変更について

⑦苦情解決規程について

⑧わかばの家補助金申請について

⑥就業規則変更の承認について
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監事 1 名 理事 7 名

監事 2 名 理事 7 名

監事 1 名 理事 5 名

監事 1 名 8 名

結果： 全ての議案について承認

③都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業の申し込みについて(調布市）

報告： 国立市町名地番変更、泉小跡地事業、理事の解任・就任について

②都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業の申し込みについて(武蔵野市）

第3回理事会

日時： 平成30年10月22日

出席者：

議案：

全ての議案について承認

報告：

第5回理事会

日時： 平成30年2月28日

結果： 全ての議案について承認

①臨時評議員会開催の件議案：

出席者：

①わかばの家空調設備・照明設備更新工事落札業者との契約締結について

新規事業についての進捗状況、寄付受領について

議案：

平成31年1月27日

④くろーばー・ケアホーム西東京平成31年度給食業者随意契約の件

⑤三鷹市北野ハピネスセンター平成31年度送迎バス業者随意契約の件

⑥わかばの家平成30年度第一次補正予算の件

⑦放課後等デイサービス　ジョブチャレンジひばり　事業廃止の件

①わかばの家・ケアホーム国立平成31年度給食業者随意契約の件

②大田生活実習所平成31年度給食業者随意契約の件

③大田生活実習所平成31年度送迎バス業者随意契約の件

日時： 平成30年3月21日

出席者： 評議員

議案： ①理事の解任について

④港区立障害者支援ホーム南麻布及び港区立障害保健福祉センター指定管理者、

　港区立児童発達支援センター指定管理者申し込みについて

出席者：

第4回理事会

日時：

②就業規則変更の承認の件

理事長及び常務理事の職務執行状況の報告、平成31年度事業計画案について（第１読解）

結果：

報告：

結果： 全ての議案について承認

第3回評議員会
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監事 2 名 理事 6 名

4　大型契約

【入札・随意契約】

項目 契約金額 決定業者・理由

5　運営管理

実施日や詳細

苦情受付件数 件 わ3、大田　、Be　、くろ10、CH西4、ほうや16、さざ4、ブ1、三43

苦情受付担当者・苦情解決責任者 有

項目 有・無

人権の擁護・虐待防止研修実施 有

全職員・関係事業者への伝達講習

法人研修

ストレスチェック 現在はわかばの家のみ

第6回理事会

日時： 平成30年3月21日

出席者：

議案： ①わかばの家運営規程変更の件

②障害福祉サービス事業（短期入所）わかばの家事業運営規程変更の件

業者数

虐待防止管理責任者 有 常務理事

休業者（産休・育休・介護・休業） 0人 育休3名、休職1(妊娠）名

虐待防止研修実施人数 全職員

③くろーばーきっず運営規程変更の件

報告： 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告、新規事業についての進捗状況

結果： 全ての議案について承認

⑬施設長人事についての承認の件

朝山智美理事退任について（評議員決議事項）

苦情対応件数 件

④療育型児童デイサービスさざんか１運営規程変更の件

⑤療育型児童デイサービスさざんか５運営規程変更の件

⑥ほうや福祉作業所運営規程変更の件

⑦「指定障害者相談事業所国立」事業廃止の件

⑧理事会運営要綱廃止の件

⑨評議員会運営要綱廃止の件

⑩平成31年度事業計画（案）承認の件

⑪平成30年度最終補正予算（案）承認の件

⑫平成31年度予算（案）承認の件
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6　事業報告（実施・進捗報告）

【運営ポリシー】

【中長期計画】利用者支援・サービス・経営・人材

【単年度計画】　利用者支援・サービス

【単年度計画】　経営（利用率・稼働率・人員配置・予算執行・収入等）

【単年度計画】　人材・人材育成

【単年度計画】　その他

【特記事項】

【今後の課題・問題点】

【まとめ・総評】

●　法人と施設の組織を有効に機能させ、利用者、職員、保護者の意見を尊重し、利用者と職員の生活向

　　上のため、すぐれたアイデアは積極的に取り入れるなど、利用者の利益を優先する運営管理を行うよ

　　うつとめる。

●　利用者と職員がお互いに人間として尊重しながら、利用者一人ひとりにあった生活をし、生きがいを

　　もって暮らすことができるよう努める。

●　保護者、地域社会との交流を密にすることにより、皆から親しまれる法人を目指す。

【睦月会理念】 

達成目標

報告

達成目標

報告

達成目標

達成目標

報告

達成目標

報告

達成目標
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